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長岡市 上越市 新発田市

（平成21年3月実施）
【18歳以上2,000人抽出・

有効回収率57.4％】

（平成22年6～7月実施）
【20歳以上1,320人抽出・

有効回収率40.6％】

（平成23年12月実施）
【20歳以上2,100人抽出・

有効回収率36.2％】

問１

あなたは，「人権」ということに
関心を持っていますか。（○は１
つだけ）

人間はみんな幸せに生きていく願
い，権利を持っています。あなた
は，人権や差別問題に関心を持っ
ていますか。

人権問題のうち，関心のあるもの
すべてに○をつけてください。

問２
あなたは，「人権」という言葉か
ら何をイメージしますか。（○は
３つ以内）
あなたは，今の日本は「人権」が
守られている社会だと思います

日本国憲法では，個人の尊重，幸
福追求の権利，教育を受ける権

今の日本は，人権が尊重されてい
る社会だと思いますか。

(平成18年9～10月実施）
【18歳以上2,500人抽出・

有効回収率51.8％】

人権に関する市民意識調査　『比較』

新潟市

１　人権全般

資料 ８

問３

守られて る社会だと思 ます
か。（○は１つだけ）

福追求 権利，教育を受ける権
利，勤労の権利など，基本的人権
（人間が生まれながらに持ってい
る権利）を守るため，いろいろな
ことが定められたいます。あなた
は，日本の現実を見て，基本的人
権が守られていると思いますか。

る社会だと思 ますか。

問４
あなたは，今までに，ご自分の人
権が侵害されたと思ったことがあ
りますか。（○は１つだけ）

あなたは，今までに，自分の人権
が侵害されたと思ったことがあり
ますか。

これまでに自分の人権が侵害され
たと思ったことがありますか。

　付問

「誰から？」「どのような？」人
権侵害をうけたと思いましたか。
（あてはまるものすべて）

「ある」と答えた方にお聞きしま
す。
どのような人権侵害ですか。あて
はまるものすべてに○をつけてく
ださい。

問５

あなたが，もしご自分の人権を侵
害された場合，まずどのように対
応しますか。（○は１つだけ）

あなたが，もし自分の人権を侵害
された場合，まずどのような対応
をしますか。あてはまる番号に１
つ○をつけてください。

あなたは，あなたの人権を侵害さ
れた場合，まずどのように対応し
ますか。

人権が侵害されたとき，誰かに相
談しましたか。あてはまるものす
べてに○をつけてください。

問６

日本の社会には，人権に関わる課
題がいろいろありますが，あなた
は，どの人権問題に関心がありま
すか。（あてはまるものすべて）

日本の社会には，人権に関わる課
題がいろいろありますが，あなた
は，どの人権問題に関心がありま
すか。あてはまる番号にすべて○

日本の社会には基本的人権にかか
わる問題がいろいろありますが，
あなたはどのような問題に関心が
ありますか。該当するものを３つすか。（あてはまるも す て） すか。あてはまる番号にす て○

をつけてください。
ありますか。該当するも を３
以内で選んでください。

新発田市が「人権擁護都市宣言」
を行っていることを知っています
か。
人権啓発をすすめる施設として，
新発田市隣保館があることを知っ
ていますか。
「知っている」という方にお聞き
します。
新発田市隣保館を利用したことが
ありますか。

問７

あなたが，「女性の人権が守られ
ていない」と思われるのは，どの
ようなことですか。（○は３つ以
内）

あなたが，「女性の人権が守られ
ていない」と思われるのは，どの
ようなことですか。あてはまる番
号に３つ以内で○をつけてくださ
い。

女性の人権について，特に尊重さ
れていないと思うことすべてに○
つけてください。

問８

あなたは，女性の人権を守るため
に，どのようなことが必要だと思
いますか （○は３つ以内）

あなたは，女性の人権を守るため
に，どのようなことが必要だと思
いますか あてはまる番号に３つ

女性の人権を守るためには何が必
要だと思いますか。あなたのお考
えに近いものを３つ以内で選んで

女性の人権を守るために特に必要
だと思うことを，次の中から３つ
以内で○をつけてください

２　女性

いますか。（○は３つ以内） いますか。あてはまる番号に３つ
以内で○をつけてください。

えに近いものを３つ以内で選んで
ください。

以内で○をつけてください。

２児の母であるCさんは，子育てが
一段落したので，働きに出ようと
考えています。しかし，夫のDさん
は，「男は仕事，女は家庭だ」と
いってCさんが働くことに反対しま
した。あなたは，このことについ
てどのように思いますか。

問９

あなたが，「子どもの人権が守ら
れていない」と思われるのは，ど
のようなことですか。（○は３つ
以内）

あなたが，「子どもの人権が守ら
れていない」と思われるのは，ど
のようなことですか。あてはまる
番号に３つ以内で○をつけてくだ
さい。

あなたは，どのようなときに，子
どもの人権が尊重されていないと
感じますか。あなたのお考えに近
いものを３つ以内で選んでくださ
い。

子どもの人権について，特に尊重
されていないと思うことを，次の
中から３つ以内で○をつけてくだ
さい。

問10

あなたは，子どもの人権を守るた
めに，どのようなことが必要だと
思いますか。（○は３つ以内）

あなたは，子どもの人権を守るた
めに，どのようなことが必要だと
思いますか。あてはまる番号に３
つ以内で○をつけてください。

乳幼児の虐待など，子どもの人権
が侵される事件が相次いでいま
す。あなたが，子どもの人権を守
るために必要と考えるものを３つ

子どもの人権を守るために特に必
要だと思うことを，次の中から３
つ以内で○をつけてください。

３　子ども

以内で選んでください。
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あなたは，いじめの問題について
どのように思いますか。あてはま
る番号に１つ○をつけてくださ
い。
あなたは，子どもたちがインター
ネット上の書き込みで，中傷され
たり，いじめられたりする「ネッ
トいじめ」を知っていますか。あ
てはまる番号に１つ○をつけてく
ださい。

問11

あなたが，「高齢者の人権が守ら
れていない」と思われるのは，ど
のようなことですか。（○は３つ
以内）

あなたが，「高齢者の人権が守ら
れていない」と思われるのは，ど
のようなことですか。あてはまる
番号に３つ以内で○をつけてくだ
さい。

あなたは，どのようなことで高齢
者の人権が尊重されていないと感
じますか。あなたのお考えに近い
ものを３つ以内で選んでくださ
い。

高齢者の人権について，特に尊重
されていないと思うことを，次の
中から３つ以内で○をつけてくだ
さい。

４　高齢者

問12

あなたは，高齢者の人権を守るた
めに，どのようなことが必要だと
思いますか。（○は３つ以内）

あなたは，高齢者の人権を守るた
めに，どのようなことが必要だと
思いますか。あてはまる番号に３
つ以内で○をつけてください。

あなたが，高齢者の人権が尊重さ
れ，安全・安心で心豊かな生活を
送れるために必要と考えるものを
３つ以内で選んでください。

高齢者の人権を守るために特に必
要だと思うことを，次の中から３
つ以内で○をつけてください。

問13

あなたは，障がいのある人が地域
で生活する上で，どのようなこと
が「障がい者の人権が守られてい
ない」と思いますか。（○は３つ
以内）

あなたが，「障害のある人の人権
が守られていない」と思われるの
は，どのようなことですか。あて
はまる番号に３つ以内で○をつけ
てください。

あなたは，どのようなことで障害
のある人の人権が尊重されていな
いと感じますか。あなたのお考え
に近いものを３つ以内で選んでく
ださい。

障がいのある人の人権について，
特に尊重されていないと思うこと
を，次の中から３つ以内で○をつ
けてください。

問14

あなたは，障がいのある人の人権
を守るために，どのようなことが
必要だと思いますか。（○は３つ
以内）

あなたは，障害のある人の人権を
守るために，どのようなことが必
要だと思いますか。あてはまる番
号に３つ以内で○をつけてくださ
い。

あなたが，障害のある人の人権を
守るために必要であると思うもの
を３つ以内で選んでください。

障がいのある人の人権を守るため
に特に必要だと思うことを，次の
中から３つ以内で○をつけてくだ
さい。

※ 同和問題（部落差別問題）とは

５　障がい者

６　同和問題

※ 同和問題（部落差別問題）とは
同和地区（被差別部落といわれる
地域）とよばれる，歴史的に差別
を受けてきた地域の住民や出身者
が，人生や生活のさまざまな局面
で差別を受けるなど，基本的人権
が侵害されているという問題で
す。以下，同和問題，同和地区と
表現します。

問15

あなたは，同和地区（被差別部
落）の存在や同和問題を知ってい
ますか。（○は１つだけ）

あなたは，日本の社会にいまだに
同和問題や同和地区があることを
知っていますか。あてはまる番号
に１つ○をつけてください。

あなたは，日本の社会に「同和地
区」と呼ばれていた被差別部落，
あるいは「同和問題」といわれて
いる問題があることを知っていま
すか。

日本の社会に「部落問題」「部落
差別」「同和問題」などといわれ
る問題があることを知っています
か。

問16

あなたが，同和地区（被差別部
落）や同和問題について，はじめ
て知ったのは，いつ頃ですか。
（○は１つだけ（問15「知ってい
る」の回答者が対象））

「知っている」と回答した方にお
聞きします。
あなたが，同和問題や同和地区に
ついて，はじめて知ったのは，い
つ頃ですか。あてはまる番号に１
つ○をつけてください。

あなたは，被差別部落や同和問題
について，初めて知ったのはいつ
頃ですか。

「知っている」「聞いたことはあ
るが，あまり知らない」と答えた
方にお聞きします。
部落差別問題について，はじめて
知ったのはいつごろですか。

あなたが，同和地区（被差別部
落）や同和問題 じめ

「知っている」と回答した方にお
聞き ます

あなたは，被差別部落や同和問題
初め 知 たき かけ

「知っている」「聞いたことはあ
が あまり知らな と答えた

問17

落）や同和問題について，はじめ
て知ったきっかけは，何ですか。
（○は１つだけ（問15「知ってい
る」の回答者が対象））

聞きします。
あなたが同和問題や同和地区につ
いて，はじめて知ったきっかけ
は，何ですか。あてはまる番号に
１つ○をつけてください。

について，初めて知ったきっかけ
は何ですか。

るが，あまり知らない」と答えた
方にお聞きします。
部落差別問題について，はじめて
知ったきっかけは何ですか。

問18

あなたは，今でも同和地区（被差
別部落）出身であることを理由に
した差別や人権侵害（部落差別）
があると思いますか。（○は１つ
だけ（問15「知っている」の回答
者が対象））

あなたのまわりで，同和地区の人
を嫌
がったり，避けたりする意識があ
ると思いますか。あてはまる番号
に１つ○をつけてください。

あなたは，自分自身に，同和地区
の人を嫌がったり，避けたりする
意識があると思いますか。あては
まる番号に１つ○をつけてくださ
い。

問19

あなたは，仮に日ごろ親しく付き
合っている人が，同和地区（被差
別部落）の人であることがわかっ
た場合，どうしますか。（○は１
つだけ（問15「知っている」の回
答者が対象））

あなたは，親しい友人から「○○
さんは同和地区出身だ」と言われ
たとき，どのように対応します
か。あてはまる番号に１つ○をつ
けてください。

あなたは，日ごろ親しく付き合っ
ている隣近所の人が，被差別部落
の人であることがわかった場合，
どのように対応しますか。

日頃親しく付き合っている人が，
被差別部落の人であることが分
かった場合，あなたはどうします
か。次の中から一番近いもの１つ
に○をつけてください。
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あなたは，親しく付き合っている
隣近所の人が同和地区出身とわ
かった場合，どうしますか。あて
はまる番号に１つ○をつけてくだ
さい。

問20

あなたが，同和問題で特に人権問
題があると思われるのはどのよう
なことですか。（○は３つ以内
（問15「知っている」の回答者が
対象））

あなたは，同和問題をどのように
解決すべきであると考えています
か。

問21

あなたは，同和問題を解決するた
めに，どのようなことが必要だと
思いますか。（○は３つ以内（問
15「知っている」の回答者が対

あなたは，同和問題を解決するた
めに，どのようなことが必要だと
思いますか。あてはまる番号に３
つ以内で○をつけてください。

あなたは，同和問題を解決するた
めには，どうしたらよいと思いま
すか。あなたのお考えに近いもの
を３つ以内で選んでください。15「知っている」の回答者が対

象））
つ以内で○をつけてください。 を３つ以内で選んでください。

あなたは，被差別部落の起源につ
いてどのように受けとめています
か。

同和問題について「差別，差別と
いうから，いつまでも差別が残る
のだ。そっとしておけば部落差別
は自然になくなる」という意見が
あります。この意見に対して，あ
なたはどう思いますか。あてはま
る番号に１つ○をつけてくださ
い。

「差別，差別というから，いつま
でも差別が残るのだ。そっとして
おけば，部落差別は自然になくな
る」という考えがあります。この
考えについて，どう思いますか。
一番近いものに○をつけてくださ
い。

既婚の方のみお答えください。
仮に，あなたのお子さんが結婚し
ようとする相手が，同和地区出身
者であるとわかった場合，あなた
は，どうすると思いますか。あて
はまる番号に１つ○をつけてくだ
さい。

あなたは，あなたの子供の結婚し
ようとする相手が，被差別部落の
人であるとわかった場合，どのよ
うに対応しますか。

御自身や子ども，あるいは身内が
結婚しようとするとき，相手が被
差別部落出身の人かどうかが，気
になりますか。

未婚の方のみお答えください。
仮に，あなたが，同和地区出身の
人と結婚しようとしたとき，家族
や親せきから強い反対を受けた場
合，あなたは，どうすると思いま
すか。あてはまる番号に１つ○を
つけてください。

あなたは，被差別部落の人と恋愛
し，結婚しようとしたとき，親や
親戚から強く反対された場合，ど
のように対応しますか。

気になる一番大きな理由を，次の
中から１つに○をつけてくださ
い。
気にならない一番大きな理由を，
次の中から１つに○をつけてくだ
さい。
部落差別問題の今の状況につい
て，どうお考えですか。次の中か
ら一番近いもの１つに○をつけて
ください。
新発田市内に被差別部落があるこ新発田市内 被差別部落
とを知っていますか。
「部落差別問題の解決には学校で
の同和教育や市民向けのさまざま
な啓発活動が大切だ。」という考
えがあります。次の中から一番近
いもの１つに○をつけてくださ
い。
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あなたは，同和問題の講習会や研
修会に参加されたり，新分野雑誌
の関連記事を読まれたことがあり
ますか。１～９のそれぞれについ
て，「何回もある」場合は１を，
「１～２回ある」場合は２を，
「一度もない」場合は３を記入し
てください。
●講習会・研修会
●地域懇談会
●広報誌・冊子・パンフレット
●新聞
●雑誌・週刊誌
●書籍
●テレビ・ラジオ
●映画・ビデオ
●ポスター等の掲示物
あなたは，同和問題の啓発（講演あなたは，同和問題 啓発（講演
会，研修会，映画会，広報等）
を，今後どうすればよいと思いま
すか。
あなたは，義務教育である小・中
学校における同和教育について，
どう思いますか。

人権問題には，同和問題のほかに
女性，子ども，高齢者，在日外国
人，障害のある人，拉致等の問題
があります。今後の同和問題の啓
発・教育のあり方について，あな
たのお考えに近いものはどれです
か。

問22

あなたは，外国籍住民が地域で生
活する上で，どのような点で「外
国籍住民の人権が守られていな
い」と思いますか。（○は３つ以
内）

あなたが，「外国籍住民の人権が
守られていない」と思われるの
は，どのようなことですか。あて
はまる番号に３つ以内で○をつけ
てください

日本に住む外国籍の人の人権につ
いて特に尊重されていないと思う
ことを次の中から３つ以内で○を
つけてください。

７　外国籍住民

内） てください。

問23

あなたは，外国籍住民の人権を守
るために，どのようなことが必要
だと思いますか。（○は３つ以
内）

あなたは，外国籍住民の人権を守
るために，どのようなことが必要
だと思いますか。あてはまる番号
に３つ以内で○をつけてくださ
い。

あなたが，外国人市民の人権問題
解決のために最も必要であると考
えるものを１つ選んでください。

日本に住む外国籍の人の人権を守
るために，特に必要だと思うこと
を，次の中から３つ以内で○をつ
けてください。

日本での在留資格を持っている外
国人市民が，貸家を探していまし
た。たまたま適当なマンションを
見つけたので申し込んだところ，
外国人であるということで，家主
は貸すことを断わりました。あな
たは，このような家主の態度につ
いてどう思いますか。

あなたの家のとなりに，外国籍の
人が引っ越してきました。あなた
はどのように接しますか。１つに
○をつけてください。

※ ＨＩＶ（ヒト免疫不全ウイル
） 感染 起 病気を イ

８　HIV感染者等

ス）に感染して起こる病気をエイ
ズといい，感染すると，身体を病
気から守る免疫系
が破壊されて，身体の抵抗力が低
下し，様々な感染症や悪性腫瘍に
かかってしまうものです。

問24

あなたが，「ＨＩＶ感染者等の人
権が守られていない」と思われる
のは，どのようなことですか。
（○は３つ以内）

あなたが，「ＨＩＶ感染者等の人
権が守られていない」と思われる
のは，どのようなことですか。あ
てはまる番号に３つ以内で○をつ
けてください。

問25

あなたは，ＨＩＶ感染者等の人権
を守るために，どのようなことが
必要だと思いますか。（○は３つ
以内）

あなたは，ＨＩＶ感染者等の人権
を守るために，どのようなことが
必要だと思いますか。あてはまる
番号に３つ以内で○をつけてくだ
さい。

９　ホームレス
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（平成21年3月実施）
【18歳以上2,000人抽出・

有効回収率57.4％】

（平成22年6～7月実施）
【20歳以上1,320人抽出・

有効回収率40.6％】

（平成23年12月実施）
【20歳以上2,100人抽出・

有効回収率36.2％】

(平成18年9～10月実施）
【18歳以上2,500人抽出・

有効回収率51.8％】

問26

あなたは，ホームレス（路上生
活）状態にある人に対して，嫌が
らせや暴力など人権問題が発生し
ていることを知っていますか。
（○は１つだけ）

あなたは，ホームレス（路上生
活）状態にある人に対して，嫌が
らせや暴力などの人権問題が発生
していることを知っていますか。
あてはまる番号に１つ○をつけて
ください。

問27

あなたは，ホームレス（路上生
活）状態にある人の人権を守るた
めに，どのようなことが必要だと
思いますか。（○は１つだけ）

あなたは，ホームレス（路上生
活）状態にある人の人権を守るた
めに，どのようなことが必要だと
思いますか。あてはまる番号に１
つ○をつけてください。

問28

あなたは，新潟水俣病被害者等
（認定申請者や家族を含む）に関
することで，人権問題があると思
われるのはどのようなことです
か。（○は３つ以内）

10　新潟水俣病

か。（○は３つ以内）

問29

あなたは，新潟水俣病被害者等の
人権を守るために，どのようなこ
とが必要だと思いますか。（○は
３つ以内）

あなたは，近年，コンピュータや
携帯電話でのインターネットで，
個人の中傷
や差別などの人権侵害の書き込み
が増えていることを知っています
か。あてはまる番号に１つ○をつ
けてください。

あなたは，インターネットによる
人権侵害として，どのようなこと
が心配されますか。あてはまる番
号に３つ以内で○をつけてくださ
い。

あなたは，インターネットによる
人権侵害をなくすために，どのよ
うなことが必要だと思いますかうなことが必要だと思いますか。
あてはまる番号に３つ以内で○を
つけてください。

問30

あなたは，人権問題に関する講話
会や研修会，イベントなどに参加
したことがありますか。（○は１
つだけ）

あなたは，人権問題に関する講習
会，研修会に参加したことがあり
ますか。

あなたはこれまでに，人権問題に
ついての講演会や研修会へ参加し
たり，人権問題に関する記事など
を見たり，聞いたりしたことがあ
りますか。①～⑩それぞれの項目
について，あてはまる欄に○をつ
けてください。
①講演会・研修会
②人権に関するイベント
③県や市町村の広報誌・冊子など
④新聞
⑤雑誌・週刊誌
⑥書籍
⑦ラジオ・テレビ
⑧映画・ビデオ
⑨インターネット

11　人権啓発活動

⑨インタ ネット
⑩ポスター・看板など

問31

あなたは，新潟市民憲章「みんな
で生きるために，助け合うまち。
一人ひとりが大切にされ，いかさ
れるまち」を実現するためには，
今後どのような取組が必要だと思
いますか。（○は３つ以内）

あなたは，長岡市がめざしている
「互いの人権を認め，尊重しあう
社会」を実現するためには，今後
どのような取組が必要だと思いま
すか。あてはまる番号に３つ以内
で○をつけてください。

12　自由意見
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